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  Scrumは近年注目されているアジャイル型のソフトウェア開発プロセスであり、大学生が実践的なソフトウェア開発スキ

ルとして身につけておくべき方法論である。本研究では開発スキルやレベルに大きな差異のある学部学生に対して 

Scrumを教育し、その効果について検証した。特に、社会人に対する同種の開発プロセスを教育する場合との差異を中心に 

教育手法に関する課題や今後への提言を行う。 

 

Scrum is a software development process of the agile type, attracting attention in late years. And it is the methodology that 

undergraduate students should master as the practical software development skill. We educated Scrum and inspected it's effect for the 

undergraduate with the big difference in a development skill and a level. Particularly, mainly on a difference that We educate similar 

development process for the member of society, We perform a problem about the education technique and a proposal to the future. 
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1. はじめに 

 

1.1 活動の背景 

我々は 2012 年度の PBL 活動として、近年注目

されているアジャイル型のソフトウェア開発プロ

セスである Scrum を学習し、次いで前期にベトナ

ムベトナ国家大学ハノイ校（以下 VNU）でのジョ

イント PBL で、後期には慶応大学 SFC にて正規

授業である「協創型ソフトウェア開発」で、Scrum

型ソフトウェア開発に参加し、PBL における

Scrum 教育を通してのコンピタンスの修得を図っ

た。 

本稿はこの 2 回の大学生を対象とした Scrum 教

育に対する知見を述べ、その改善案の提案を行う

ものである。 

 

1.2 Scrum について 

  Scrum は、アジャイルソフトウェア開発手法の

１つであり、名称はラグビーにおけるスクラムに

由来する。チームのメンバはスポーツの場合と同

様に機能する必要があり、各メンバが協力しあう

ことによって、全体として同じゴールを目指す。 

 スクラムチームには、プロダクトオーナという

顧客の意思を代表する役割の者、スクラムマスタ

というチーム内のファシリテーションを行う役割

の者、および実際のプログラムを作成する開発メ

ンバという 3 種類の役割の者だけが存在する。 

顧客の要望はプロダクトバックログに優先順位

を付けて反映させ、さらにそれはスプリントと呼

ばれる一定の開発期間(通常 2～4週間)の繰り返し

のなかで実装される。１回のスプリントの最初に

は必ずスプリント会議とよばれるチーム員全員に

よる打ち合わせがあり、その中でプロダクトバッ

クログはスプリントバックログにタスク分解され

る。また１回のスプリントの最後には必ずスプリ

ントレビューというソフトウェアのレビューが行

われ、その後チームメンバによる振り返りが行わ

れる。Scrum では各スプリントごとに実装とレビ

ュー、振り返りが行われるため、高品質の成果物

が短納期で開発できるといわれている。 

近年、日本を除く先進国ではソフトウェア開発

をアジャイルによって、特に Scrum 手法を利用し

て行うことが顕著になってきている。それに対し

日本では従来からのウォータフォールモデルに基

く開発手法が一般的であり、Scrum 教育用コンテ

ンツの拡充が急務となっている。 

 

1.3 大学生に対する Scrum 教育の困難さ 

本来 Scrum は本来、毎日一定の時間、同じ箇所

に、ある程度の技術レベルを持つ開発チーム員全

員が集合し、緊密なコミュニケーションのもとに 
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開発を進めていく手法である。 

一般社会人に対する Scrum 教育では、１～2 日

程度の Scrum 学習の後、実際の開発案件において

Scrum チームに Scrum コーチングの専門化が参加

し、各種のアドバイスや実地教育によって Scrum

を修得していく場合が多い。 

このため週に 1 度しか集合できない通常の学部

の授業で、大半がシステム開発経験を持たない学

生が、コンピュータの技術レベルがまちまちな状

態で１つのシステムを完成させためには大きな困

難がつきまとう。 

つまり大学生に対する Scrum 教育には、開発の

時間が細切れになりさらに十分な開発時間が授業

内では確保できないという時間的な問題と、学生

によって技術レベルがまちまちであり開発ともに

コンピュータ言語やツールの操作技術などの修得

も同時並行的に行なわなければならないという技

術的な問題の、2 つの問題がある。 

 

 

2. VNU における取り組み 

 

2.1 開発概要 

 VNU とのジョイント PBL においては、産業技

術大学院大学の教官が顧客となり、ロボットを 

Web サーバおよび android を経由して遠隔操作す

るためのアプリを開発した。 

 

2.2 解決策の提案 

 このジョイント PBL においては、時間的技術的

な問題の他に、日本とベトナムの共同という空間

的な問題と、どちらの PBL もそれぞれの公用語を

使用してのコミュニケーションが不可能であると

いう、言語的な問題もさらに加わった。 

 これらの問題を解決するために、我々は以下の

ような対策を考えた。 

 

a. 日本側の PBL メンバが全員社会人学生であり、

また日本とベトナムとは 2 時間の時差ある。この

ため同時間帯での共同作業は不可能である。そこ

で Scrum チームのメンバはプロダクトオーナ、ス

クラムマスタも含めて全員 VNU の学生によって

構成する。日本側は VNU チームと SNS によるコ

ミュニケーションを密に行い、技術的な問題や

Scrum による開発進行の上での問題に速やかに対

処する。 

 

b. チーム開発における時間の管理は、Scrum での

開発管理の経験のある VNU の複数の教官にお任

せする。 

 

c. 両者のコミュニケーションは英語を使用する。 

 

d. VNU 側の都合により開発期間が約 2 ヶ月とき

わめて短期間なので、1 回のスプリントの期間を 1

週間に定め、また実装したコードは GitHub で共有、

プロダクトバックログとスプリントバックログは

Google+上で共有する。 

 

e. 開発で利用する技術の一部はすべての学生が

未修得であるため、準備期間として Sprint0 という

スプリントを設け、準備や技術修得のための期間

とする。 

 

f. VNU 学生への Scrum のトレーニングには、日本

側で英語による専用の学習教材を開発し、システ

ム開発を開始する前に、ベトナムのハノイで 2 日

間の講習会を実施する。 

 

 

Fig.1 VNU 専用に開発した教材(一部) 

 

g. 講習会では、理論よりも実践を優先し、Scrum

での行事（スプリント会議、スプリントレビュー、

振り返り、プロダクトバックログの作成、スプリ

ントバッグログの作成、毎日のミーティングにお

けるスプリントバッグログの更新処理など）は、

すべて演習で体験してもらう。 

 

h.. 講習会における演習の手順は、英語による指示

がうまく伝わらない可能性を考え、できる限り詳

細に文書化しておく。 

 

2.3 解決策の実施 

システム開発に先立ち現地での 2 日間の講習会

を開催した。VNU 学生は日本人相手の講習の場合

と異なり、それぞれの演習にどのような狙いがあ

るのかを、多くの質問により確認しながら、講義

を受講していた。 

講習会の終了直後から自主的に、プロダクトバ



 

ックログ作成についての議論を始めるなど、積極

的に Scrumでのシステム開発を行おうとする意欲

が伝わってきた。 

 

 

Fig.2 スプリントバックログの作成演習 

 

 

講習会後は主に Facebook を利用してのやり取

りとなったが、英文の仕様書や説明に不備があっ

たこともあり、準備期間は Sprint0 だけでは足りず、

以後、予定よりも 1～2 週間程度、予定に遅れが生

じてしまった。 

 

 Facebook によるコミュニケーションは、毎日の

ように雑談を交えたやり取りを行なった。しかし

GitHub によるコードの更新はあまり頻繁ではな

く、Google+上でも Sprint4 以降はスプリントバッ

グログなどの更新は滞るようになってしまった。 

しかし最終的には予定していた納期内に、バグ

のないシステムを納品でき、日本側のテストの完

了により、開発が完了した。 

 

2.3 実施結果 

 アンケートの結果では、講習会で学習した内容

はほぼ全員が理解し、開発の過程において Scrum

の有効性も十分に認識していていたことがわかっ

た。しかしスクラムの行事やバックログなどのド

キュメントの作成は次第に行われない状態となっ

た。開発そのものは初期の技術修得の困難さを克

服した後は順調に進んだのだが、Scrum 開発の行

事やドキュメントは、開発が進むにつれ二の次と

なり、この手法により開発の生産性が向上したり

品質が向上することについては一部しか理解され

ていなかったと感じた。 

 

 

3. 慶応大学 SFC における取り組み 

 

3.1 概要 

慶応大学の正規授業は、週１回（2 コマ分、計 3

時間）で計 14 回実施されたが、最初の 3 回(計 9

時間)は、スキル修得としてガイタンス、や開発環

境の確認、コラボレーションツールとして GitHub

の学習、Scrum の概要説明、演習チームの決定な

どに費やされた。社会人が持つ実務的な経験を学

ぶため、プロダクトオーナやスクラムマスタとし

てチームに参加してもらい、また Scrum 開発のコ

ーチの方にも各チームの進行状態を把握、指導し

てもらった。 

各チームはプロダクトオーナの欲するアプリケ

ーションの開発を行うこととした。 

チームとしての活動は第 4 回目から本格的に始

動し、原則 2 週を 1 スプリント(開発のイテレーシ

ョン）とし、授業としては 1 月中旬に終了した。 

 各チームの案件や構成は次のとおりである。 

 
No. 開発案件 Product 

Owner 

Scrum 

Master 
チ ー ム メ

ンバ 

1 Android 4.0 資料システ

ム 

PBL メン

バ 1 名 

社会人 

1 名 

学生 4 名 

2 ビックデータの iPad 用

検索システム 

教官 1 名 PBL メ

ンバ  1

名 

学生 5 名 

3 スマートフォン用アプ

リ 

社会人 1名 PBL メ

ンバ  1

名 

学生 4 名 

4 Facebook アプリ 社会人 1名 PBL 元

メ ン バ 

1 名 

学生 4 名 

5 スマートフォン用アプ

リ 

社 会 人 １

名 

教官 学生 4 名 

Fig.3 各チームの案件および構成 

 

3.2 解決策の提案 

 この授業では前期の VNU の場合と異なり、

Scrum型の開発を社会人や PBLメンバらが学生と

対面しながら行うことができる。 

 このため行事やドキュメントの作成が滞るとい

う心配はあまり無い。その反面、Scrum の学習は

初期の 3 時間に限定されるため、十分な演習を行

うことができない。そのため次のような対策を考

えた。 

 

a. Scrum 学習に関する演習は行わないため、開発

の過程の中でスクラムマスターらが指導する。 

 

b. 開発チームが全部で 5 チームと複数あるので、

プロダクトオーナおよびスクラムマスター専用の

FaceBook グループを作成し、そこで情報を交換し

あう。 

 

c.プロダクトオーナの方は、成果物の提案をシス

テム開発の経験の無い方にも作ってもらえるよう、

バッグログの記述方法などを考慮してもらう。（た

とえばすぐ作成できる可視性のあるアプリの優先



 

順位を上げてもらう。） 

 

d. チーム内の技術的な格差を平準化するため

Sprint0 期間を設けた。 

 

3.3 解決策の実施 

我々は各チームのプロダクトオーナーまたはス

プリントマスタとして各チームに参加した。また

プロジェクトチームの一員として開発にあたるだ

けでなく、Scrum がチーム内でどのように浸透さ

れ、どのように利用されたかを観察した。 

初回から 3 回まではガイダンスや Scrum の概要、

GitHub などのツール修得のための座学とし、4 回

目からは開発が始まった。 

チーム 2 はチーム員全員が未修の言語(objectC

および ipad用 SDK)に挑戦したため Sprint0以降の

スプリントでも学習の作業が大きな割合を占める

ことになった。またチーム 5 も各自所有のマシン

を使用して同一ツールをインストールしようとし

たがツールのバージョン等の原因で、作業が

Sprint1 以降の期間にずれこみ、本来のスプリント

のイテレーションが回らない状態が続いた。 

一方、チーム 1,3,4 はチームの中にソフトウェア

開発に十分な経験を積んだ学生がおり、作業はほ

ぼ順調に進んだ。 

12 月 18 日の中間発表会で、チームの活動計画

を報告しあったが、各チームの開発の進捗状況は

さまざまであった。チーム 3 はアプリケーション

の大枠がデモンストレーションできる状態であっ

たのに対し、チーム 2 およびチーム 5 の 2 つのチ

ームはほとんどデモンストレーションとして見せ

るものが何もない状態であった。 

開発の進捗状況に差があったのにもかかわらず、

各チームの中間発表での説明によって Scrumの概

念やそれぞれの作業の意義については、どのチー

ムの参加者も理解が浸透してきていることが分か

った。 

授業としては 1 月 18 日に終了し、後は各チーム

が自主的に作業を継続し、2 月 23 日に成果報告を

行う予定となっている。 

 

4. 2 つのプロジェクトに参加しての知見 

PBL のメンバは、演習参加と同時に、Scrum

教育の効果を分析した。2 回どちらも、時間的な

問題や空間的な問題は、Facebook などの SNS ツ

ールを使うことで、ほぼ解消できることを確認し

た。また参加者の未修得技術についても Scrum の

仕組みが有効に働き効率的に学習できることを知

った。ただしそれはチーム内にその技術をよく理

解できるキーマンの存在があってのことであり、

誰か１人が技術的問題を克服できないと、全員の

作業が大幅に遅れてしまうという欠点がある。 

また言語的な問題は関係者が英語に堪能であれ

ばさほど問題にならない。 

 

4. まとめ 

学部学生に対する Scrum 教育においは、最初の

段階ではほとんど教育に時間をかけずとも、また

参加者が常時おなじ場所に集合していなくても、

Product Owner や Scrum Master が適時 facebook、

GitHub、Skype などコミュニケーションツールを

利用してコミニュケーションを絶やさないように

すれば、十分に Scrum による開発が可能であるこ

とがわかった。 

ただし学部学生は、開発言語やツールに対する

既習のスキルが低い場合が多い。チームの中に高

いスキルの者が１人でも居る場合は、Scrum の仕

組みが有効に働き、短期間にスキルアップがおこ

なえ、短期間に品質の高い成果物を得ることがで

きる。反面、チーム全員が未修の言語などに取り

組む場合、学生の中に理解力のある者がおらず、

スクラムマスタらが技術指導を行わない場合は、

Scrum での進捗が可視化できず、Scrum 手法が有

効に働かない。 

 学部学生への Scrum 教育は、ツールの活用と同

時に、参加者の一部が十分に開発環境を理解した

上で臨む必要があることが必要である。 

 

 

5. 今後の課題 

 これらの開発に参加して、Scrum の採用がソフ

トウェア開発そのものに大きなメリットを生み出

すだけでなく、技術学習の効率化にも有効である

ことを知った。 

 今後は Scrumの教育効果にも研究対象を広げて

みたい。 
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